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名誉会長挨拶

関西外国語大学創立75周年を迎えて
同窓会の皆さまには、平素より母校を温かく見守り、就職やク
ラブ活動などでは特段のご支援を賜っております。心から深く感
謝申し上げます。
関西外国語大学は今年11月に創立75周年を迎えます。終戦直
後にわずか８人の生徒で開学した谷本英学院は、短期大学部、4
年制大学、大学院を備え、今や在校生が１万2000人を超える学
び舎になりました。19万人の卒業生の皆さんが、３四半世紀にわ
たって築かれた学びの足跡と伝統がしっかり根付き、見事に花
開いております。この75年は思い切った改革と大胆な挑戦の連
続でした。そして次の時代を見据えました時、大学を巡る環境が
ますます厳しさを増していく中で、今まで以上に知恵を絞り、工
夫を凝らしていく必要に迫られています。
何よりも信頼できる後ろ盾となるのは、母校を巣立ち、社会の
さまざまな分野の第一線で活躍されている同窓生の皆さんで
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す。将来への予測が極めて難しくなった世界で、同窓会は母校の
進化を支えていただける確かな礎の一つだと信じております。関
西外国語大学同窓会が更に活動の場を広げ、一層の発展を遂げ
ることを切に願ってやみません。

学長就任にあたって
同窓生の皆さまにおかれましてはますますご健勝のこととお
慶び申し上げます。私は４月1日付で関西外国語大学の学長を拝
命しました大庭幸男と申します。よろしくお願い申し上げます。
さて、本学は今年度、創立75周年を迎えます。また、本学は昨
年度、第三者評価機関により7年に1度の認証評価を受け、
「適
合」という評価結果をえました。今年度は7年先に受ける認証評
価に向けて準備を始める年となります。さらに、本学は昨年度、
本学のブランド化など5つのビジョンと8つの基本戦略からなる
「関西外大ビジョン・中期計画」を策定しました。今年度はこれを
実質的に始動する年でもあります。
こうした重要な節目となる年に学長という大役を拝命しましたこ
とは、たいへん身の引き締まる思いをしています。任期中、認証評
価に係る課題への対処、
創立80周年に向けてのビジョンの実行、
そ
してブランド力・大学力の強化などに対して、教職員と一丸となり

関西外国語大学 学長
関西外国語大学同窓会名誉副会長

大庭
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幸男

「オール関西外大」
で取り組んでまいりたいと考えております。
卒業生の皆さまが営々と積み重ねてこられた歴史と伝統は、
本学の発展に欠かせぬ活力です。今後ともより一層のご支援と
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

本年度は新型コロナ感染という猛威が世界中で起こり、
かつて経験したことがない

会長挨拶

ような自粛生活や経済の停滞を招いています。
この新型コロナウイルス感染の悪影響は、私たちの母校である外大にも及び、卒業

関西外国語大学
同窓会の皆様

式と入学式の中止を始め、新入生たちはキャンパスに通うことが出来ず、オンラインで
授業を受けるという異常事態となっています。
この会報誌がお手元に届くころには、
新型コロナ禍も終息していることを切に願って
止みません。
さて、私たちが学び、巣立った関西外大はもうご存じのように目覚ましい発展を遂
げ、
日本の大学の中でも発展した大学としてその名を全国に轟かせています。
母校の発展は我々卒業生にとっては大変喜ばしいことであり、
私達一人一人が関西
外大を卒業したという誇りを胸に持つことが出来る喜びを感じます。
このような中、
関西外大の同窓会は旧交を温める機会を作りながら、
少しでも母校へ
恩返しをして母校とともに発展していきたいと考えております。
同窓会活動も年々活発になり、
本年は新しく北陸支部と九州支部が誕生しました。
これも関西外大同窓会が発展している証として大変喜ばしく思っております。
また同窓会では、
毎年３０名の現役学生に同窓会奨学金を出して現役学生達を応援
していますが、
本年度は同窓会支部の総会や懇親会が新型コロナ禍で中止をせざるを
得なくなりましたので、
余った予算を奨学金に回し給付する人数を増やして学生達への
支援に充てています。
今は誰もが大変な時です。
しかし、このような状況の中でも、関西外大同窓会は何が出来るのかをよく考えて、
これからも大学と共に発展する同窓会でありたいと思います。

関西外国語大学同窓会

藤木

新型コロナ禍や自然災害など暗いニュースが多いですが、関西外大同窓会へのご

会長

指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いするとともに、皆様のご健勝、ご多幸をお祈りして

英幸

Hideyuki Fujiki

挨拶とさせていただきます。
Chair, Kansai Gaidai University Alumni Association

The COVID-19 outbreak has wreaked havoc all over the world this year, leading to various forms of lockdowns, refrainment from regular activity, and economic
stagnation; none of which any of us have experienced before. The adverse effects of the outbreak have extended to our alma mater as well, resulting in cancellations of
graduation and entrance ceremonies, instruction being shifted to online classes, and new students not being able to set foot on campus. As such, we sincerely hope for
an end to this pandemic by the time this message reaches you.
Kansai Gaidai continues to make remarkable progress and has earned its name as an exceptionally well-developed establishment of higher-learning among universities
throughout the country. Its overall advancements have been extremely gratifying, and they allow each of us to feel the delight of taking pride in calling it our home.
We at the Kansai Gaidai Alumni Association would like to give back to our alma mater as much as possible and develop alongside the university while creating
opportunities for alumni members to rekindle old relationships.
Alumni activity has continued to progress; this year alone, we have seen the establishments of the Hokuriku and Kyushu branches. I am very pleased with this, as this
further demonstrates how KGUAA is firmly advancing. We are also supporting student activity by awarding KGUAA scholarships to thirty Kansai Gaidai students
every year. This year, however, since the various branches have been forced to cancel their general assemblies and the gatherings that normally follow, there is a
surplus of budget, which will now be utilized to expand the number of scholarship recipients.
These are tough times for all. The corona situation along with the countless natural disasters recently have not made it easier. Nonetheless, we would like to continue
pursuing what we, as the Kansai Gaidai Alumni Association, can accomplish, and continue to flourish along with the university.
I would like to extend my sincere gratitude to you all for your continued guidance and encouragement, and hope for your continued well-being and prosperity.
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Eiko Tanimoto

学校法人関西外国語大学 理事長・関西外国語大学短期大学部 学長

Yukio Oba

関西外国語大学 学長

Hideyuki Fujiki

外国語学部（Foreign Studies）

1983年卒

Kazuhiko Takahashi

外国語学部（Foreign Studies）

1980年卒

Masatake Arimoto

外国語学部（Foreign Studies）

1981年卒

Kumiko Ae

大学院博士前期課程（Graduate School）

1995年修

Yuko Matsuda

外国語学部（Foreign Studies）

1986年卒

Hideki Maeda

外国語学部（Foreign Studies）

1992年卒

Yukiharu Endo

外国語学部（Foreign Studies）

1979年卒

Satoshi Inamasu

外国語学部（Foreign Studies）

1986年卒

Satomi Makishi

外国語学部（Foreign Studies）

1986年卒
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第5期事業計画 （2019年10月〜2021年9月）
A New Era of KGUAA
同窓会設立10周年を経た第5期事業においては、新元号の令和とともに新たな時代への道筋を創り上げるための歩を進め、
同窓生、母校、現役生とが一体感をもった強固で柔軟かつ持続的な組織の構築を目指す。
第5期事業計画では、10周年を区切りに原点回帰による同窓会の存在意義の確立を掲げて、①同窓生の親睦を図るための
多様なプラットフォームの構築、②母校の発展を多くの同窓生に発信するためのハード、ソフトの整備、③同窓生が母校発展に
貢献することのできる環境の整備、―の3点を基軸に据え、付加価値要素を加味した実効性のある施策を策定し、実施すること
とする。

1. 同窓会組織の充実

2. 情報発信の強化

（1）同窓会への登録推進

（1）情 報 発 信 機能（会 報誌 Alumni・ホームページ・

（2）支部設立の支援

Facebook）の有効活用

（3)ホームカミングデーへの参加推進

（2）ホームページアクセス数・Facebookのフォロ

（4)同窓生の連帯強化策の深耕

ワー数の増加

（5)支部活動充実のための支援

（3）同窓会ホームページのリニューアル

3. 現役生への支援活動の多様化

4. 母校との連携強化

（1）クラブ活動への支援

（1）母校創立75周年記念事業への支援

（2）就職支援活動の多様化

（2）母校の関係部署との連携を強化し母校の発展・
充実寄与に最大限の効果をもたらす

関西外大同窓会組織図

輝く同窓生 Shining Alumni
同窓会ホームページに同窓会会員の活躍のご様子を掲載していま
す。
昨年10月から本年8月までに掲載させていただきました皆様のご紹
介をします。
（順不同） 是非、
ホームページにてご覧ください。

中部
支部

北陸
支部

関西
支部

関西外大同窓会
本部

2020年4月1日設立

関東
支部

九州
支部
2020年6月1日設立

マレーシア
支部

上海
支部
同窓生

「輝く同窓生」URL
http://www.kansaigaidai-dousou.jp/people/

3

同窓会創立10周年記念式典
ホームカミングデーに470人が参加
同窓会創立10周年記念式典と同窓会総会が11月2日、2019年
ホームカミングデーとして御殿山キャンパス・グローバルタウンの谷
本ホールで開催されました。
この日は外大祭2日目で、
吹奏楽部によ
るコンサートが開かれるなど、卒業生と現役学生との交流の場も
設けられました。
この後、
カフェテリアで懇親会があり、
全体で470
人が参加しました。
式典では、
学歌斉唱に続き、
大学創立70周年記念のDVDが放映
されました。
この後、
米国出張中の谷本榮子理事長
（同窓会名誉会
長）
のあいさつが、
副会長の有本昌剛・短期大学部教授によって代
読されました。
この中で、
同窓会が設けた奨学金や課外活動支援
奨励金など学生支援策に謝意を伝え、
大学と連携した組織づくり
御殿山キャンパス・グローバルタウンの谷本ホールで開催された同窓会創立10周年記念式典

に期待を寄せるとともに、
少子化の厳しい時代にあって
「関西外大
は今後も
『不留』
の精神でまい進します」
と決意が表明されました。
続いて、
藤木英幸会長があいさつに立ち、
10年前の同窓会設立
準備委員会発足後、会の活動に携わってきた幹部や事務局メン
バーに感謝するとともに、
「同窓会の活動は10年しか経っていない
が、
関西外大とともに、
これからも長い時間をかけて、
同窓会活動
を充実させ、
未来の入学生、
未来の卒業生へとつないでいきたい」
と述べました。
この後、
同窓会設立や運営に尽力した15人が功労者として名前

谷本理事長のあいさつを代読する
有本昌剛短大部教授

あいさつする藤木英幸同窓会会長

を読み上げられ、
代表して同窓会設立準備委員、
副会長を歴任し
た安岡重人氏に藤木会長から感謝状が授与されました。
安岡氏は
同窓会発足前後の苦労を振り返りながら、
「人生100年をめざし、
同窓会を引き継いでいこう」
と参加者に呼びかけました。
また、
同窓会奨学金を受給している在学生を代表して、
外国語
学部英米語学科4年松尾海南さんが感謝の言葉を述べました。
松
尾さんは、
留学を目標に関西外大に入学したものの、
母子家庭のた
め、
費用を賄うのが厳しかったといい、
同窓会奨学金に申請・認可
されたことで、
1年間のリベラルアーツ留学という形で米ノーステキ
サス大学への留学を実現しました。
多様な人種の人々との生活を通

功労者代表の安岡重人氏

奨学金受給生代表の松尾海南さん

じてさまざまのことを修得したとして、
「貴重な経験ができたのは
同窓会の奨学生に選んでいただけたから。
この経験を活かしてい
きたい」
と話しました。
式典終了後、
総会に移り、
阿江九美子副会長が第4期事業報告
と第5期事業計画について説明を行った後、遠藤幸治幹事長が
2019年度決算報告と2020年度予算説明を行いました。
最後に、
稲
増哲会計監査が2019年度会計監査結果を報告しました。
懇親会では、クラスやサークルなどの仲間ごとに分かれ、飲食
をともにしながら旧交を温め、昔話に花を咲かせていました。関
西外大同窓会は2009年11月、第1回総会を開催して発足。現在、
関西、関東、中部、北陸、九州の国内5支部と上海、マレーシアの

懇親会で旧交を温める同窓会のメンバーら

海外2支部があり、2020年3月末現在、全卒業生約19万人のうち、
約7万人が登録会員。
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関西外国語大学同窓会 2019年度 収支決算書

関西外国語大学同窓会 2020年度 収支予算

自 2018年10月1日 至 2019年9月30日

自 2019年10月1日 至 2020年9月30日

科

目

予算額

繰越金
同窓会費
同窓会懇親会費
受取利息
雑収入
預り金収入

予算比

147,509,727

147,509,727

30,000,000

32,360,000

備考

科

0

0

1,600,000

936,000

70,000

71,329

1,329

0

0

0

30,000

30,385

前年度
決算額

目

繰越金

0

同窓会費

2,360,000 2019年3月、8月卒業生入会費
0
支部総会懇親会参加費

△ 664,000 ホームカミングデー懇親会参加費

収入の部

収入の部

寄付金

決算額

（単位 円）

増減

147,509,727

150,832,962

32,360,000

31,000,000

寄付金
同窓会懇親会費
受取利息
雑収入
預り金収入

385 源泉徴収

今年度
予算額

0

0

936,000

900,000

71,329

70,000

0

0

30,385

30,000

（単位 円）

備考
0

△ 1,360,000 2020年3月・8月卒業生入会費
0
支部総会懇親会参加費

△ 36,000 ホームカミングデー懇親会参加費
△ 1,329
0
△ 385 源泉徴収

収入合計

31,700,000

33,397,714

1,697,714

収入合計

33,397,714

32,000,000

△ 1,397,714

収入の部合計

179,209,727

180,907,441

1,697,714

収入の部合計

180,907,441

182,832,962

1,925,521

2,300,000

1,853,606

1,853,606

3,800,000

1,946,394 大学創立75周年記念品

11,570,000

11,800,000

230,000 課外活動等支援奨励金

行事費
奨学金・協賛費

11,570,000

△ 130,000

支部補助金

5,900,000

2,312,020

△ 3,587,980

外注費

1,900,000

2,044,196

出版・印刷費

5,100,000

4,213,169

旅費・交通費

30,000

9,898

600,000

481,980

通信運搬費

6,200,000

5,127,548

人件費

2,400,000

2,296,932

300,000

134,675

1,000,000

0

雑費
予備費
預り金支出

奨学金・協賛費

支部年間補助金・総会補助金等

支部補助金

2,312,020

4,000,000

ホームページ管理費

外注費

2,044,196

7,100,000

会報誌制作費

出版・印刷費

4,213,169

2,800,000

144,196 会員データ管理費等
△ 886,831 住所未登録者案内時送付冊子制作費等
△ 20,102
△ 118,020 事務局職員通勤費等
△ 1,072,452

会報誌郵送費
住所未登録者案内郵送費等

△ 103,068 事務局職員給与
パラスポーツ募金

30,455
30,074,479

△ 7,385,521

次期繰越金

141,749,727

150,832,962

9,083,235

支出の部合計

179,209,727

180,907,441

1,697,714

普通預金（三井住友銀行枚方支店）
現金

120,000,000
30,771,267
61,695

合計

150,832,962

採用者数

大学

24 人

短大

6人

ホームページ全面改修費、

5,055,804 ホームページ管理費、会員データ管理費等
△ 1,413,169 会報誌制作費等

30,000

通信運搬費

5,127,548

4,800,000

△ 327,548 会報誌郵送費等

人件費

2,296,932

2,400,000

103,068 事務局職員給与

134,675

300,000

0

1,000,000

20,102
役員交通費
（支部総会等出席）

118,020 事務局職員通勤費等

パラスポーツ募金、

165,325 事務用品費、消耗品費等
1,000,000

30,455

30,000

30,074,479

38,660,000

8,585,521

次期繰越金

150,832,962

144,172,962

△ 6,660,000

支出の部合計

180,907,441

182,832,962

1,925,521

支出合計

所属

1,687,980 支部年間補助金・総会補助金等

600,000

■2019年度同窓会奨学金採用者数

大口定期預金（三井住友銀行枚方支店）

同窓会奨学金

9,898

預り金支出

455 源泉徴収

■次期繰越金内訳

ホームカミングデー

481,980

旅費・交通費

予備費

△ 1,000,000

30,000

会議費

雑費

△ 165,325 事務用品費、消耗品費等

37,460,000

支出合計

同窓会奨学金
課外活動等支援奨励金

支出の部

支出の部

11,700,000

会議費

行事費

△ 446,394 ホームカミングデー等

合計
30 人

△ 455 源泉徴収

■2019年度課外活動等支援奨励金授与者数
区分
個人

大会の規模

人数

世界規模の大会

2人

成績

全国規模の大会

10人 1位2人、3位3人、4位1人、６位1人、7位1人、8位2人

2位 1人、6位 1人

団体 全国規模の大会 1団体 2位 1団体

クラブ OB・OGだより

国内初アメフト女性監督「成功体験させてあげたい」
関西外大に入学し、マネジャーとしてアメフト部「LYNX」に入部、２年生から３
年間は主務を務めました。卒業後もアメフトと関わりを持ち続け、昨年まで５年間、
関西学生アメリカンフットボール連盟の評議員を務めました。現在、人材紹介会社
で仕事をする傍ら、Ｘリーグの社会人チーム「トライアクシスＪ―ＳＴＡＲＳ」のマネ
ジャーを続けています。２月１日付で「LYNX」監督に就任しました。
当面の目標は関西学生リーグ３部への復帰。監督となった今、全力で自分たち
のチームをつくり上げ、目標に迫りたいと思っています。
「関西外大には、みんなと自然にコミュニケーションがとれる雰囲気がある」と感
じている。そして「選手たちとともに、外大の未来創造に寄与していきます」と力強
く語った。

アメリカンフットボール部
「ＬＹＮＸ（リンクス）」監督

澤木

マネジャー当時の2012年、
西日本学生大会に出場した
リンクスの選手たちと
（最後列左端）
、
澤木さん提供
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新型コロナウイルスによる活動自粛が明けて、
再開した練習を
見つめる

由 衣 さん

外国語学部英米語学科 2013年卒業

支部だより
北陸支部

九州支部

北陸支部 支部長

九州支部 支部長

Kotaro Urakami

Shuji Nakamura

この度、関東支部・関西支部・中部支部に続いて、国内４番目に北陸
支部が設立されました。
支部設立にご理解を賜りご尽力いただきました発起人及び支部役員
の方々、また同窓生の皆様、ご支援・ご協力を賜りました中部支部の皆
様方に感謝致しますとともに心より御礼申し上げます。
北陸新幹線が、新潟県、富山県を経て石川県まで開業して5年が経ち
ました。2023年には、福井県に到達します。ほどなく大阪まで届くでしょ
う。関東、関西の経済圏、文化圏をほとんど包含するとも言える近接は、
北陸４県の同窓生にもより多くの活躍の場を提供することでしょう。
北陸支部では、これから登録会員を増やし、相互の交流や母校との絆
を深める機会をもって、母校の発展に少しでも寄与していきたいと思って
います。
これからも、北陸支部活動に皆様のご理解とご協力を賜りますことを
心よりお願い申し上げます。

同窓の皆様におかれましては、益々、ご清祥のこととお慶び申し上
げます。
さて、この度、6月１日付を持って国内５番目に九州支部が設立されま
した。設立に当たっては、支部役員の方々のご理解と事務局並びに他支
部の皆様のご指導に感謝致しますとともに心よりお礼申し上げます。
卒業後、早、半世紀が経とうとしていますが、その間、母校の発展には、
他大学国際学部等の追随を許さぬ、目を見張るべきものの連続が在り
ました。大学はもちろん、初代同窓会長を始め諸先輩方のご献身の賜物
で御座いましょう。誇りと感謝の念で胸が熱くなる次第です。これに報い
るためにも、私たちにも何か出來る事がきっと有ると存じます。九州も、
遅ればせながら、立ち上がりましょう。
最後になりましたが、母校のさらなる発展と同窓会九州支部の発展の
為に、微力ながら、一生懸命、努める所存でございます。どうぞ、皆様の
ご理解とご協力、ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

支部長挨拶

支部長挨拶

浦上 光太郎

支部役職

中村 秀二

氏

名誉支部長

岡田

支部長

浦上

副支部長

北口

彰洋

名

卒業年

支部役職

氏

秀二

名

Shuji Nakamura

卒業年

Akihiro Okada

1970年

支部長

中村

1973年

光太郎

Kotaro Urakami

1977年

副支部長

森田

浩二

Kouji Morita

1975年

義一

Yoshikazu Kitaguchi

1991年

幹事長

家中

潤

Jun Ienaka

1998年
1976年

幹事長

仙台

謙三

Kenzo Sendai

1989年

会計

梅田

敏文

Toshihumi Umeda

幹事

岩田

幸二

Koji Iwata

1991年

会計監査

岡崎

則政

Norimasa Okazaki

1976年

会計

野村

嘉恵

Yoshie Nomura

1981年

会計監査

戸上

惠理子

Eriko Togami

1975年

会計監査

岡田

彰洋

Akihiro Okada

1970年

会計監査

樋口

久枝

Hisae Higuchi

1985年

第9回関東地区同窓会を開催
同窓会設立10周年を祝う

半井彩弥さんの音頭で乾杯

同窓会関東支部が主催する第9回関東地区同窓会が11月23日、学士
会館（東京都千代田区）
で開かれ、約70人の卒業生が参加しました。同窓
会設立10周年記念のイベントが行われたほか、
スペシャルイベントでブレイ
クダンサーとして世界で活躍中の外国語学部英米語学科4年の半井彩弥
（なからいあやね）
さんが演技を披露しました。
総会では、谷本榮子理事長（同窓会名誉会長）
のあいさつが、阿江九美
子同窓会副会長によって代読されました。
この中で、今年の秋学期からス
タートした受け入れ型のダブル・ディグリー留学や関西外大孔子学院が創
立10周年を迎え記念式典を催したことなど、本学の近況を報告するととも
に同窓会活動への謝意を伝えました。続いて、藤木英幸同窓会会長と井
端義人関東支部長がそれぞれあいさつしました。

中部支部主催
「New Year Party 2020」
「3.現役生への支援活動の多様
中部支部では、
同窓会第5期事業計画
化」
「4.母校との連携強化」
を踏まえ、中部国際空港セントレアの各航空会
社や、大学キャリアセンター並びに入試広報企画部と連携・協力しながら、
航空業界志望の現役学生との交流イベントを空港内で開催しました。
特に、
株式会社ドリームスカイ名古屋、ANA中部空港株式会社の全面協力によ
り、
「ANAのチェックインカウンターとオペレーションセンター」、
「JALの搭乗
ゲートとサクララウンジ」
など、各スタッフの方に引率いただき、直接説明を受
けました。見学中には空港内で勤務している本学卒業生による説明もあり、
現役学生への応援メッセージや、学生の質問にも丁寧に答えてもらったりし
ました。
航空業界に就職を希望している現役学生は、
「実際に働く現場につ
いてそれぞれの担当の方から説明を聞けて、
すばらしい体験ができた。
」
など、
キャリア支援を兼ねた本取り組みに、参加者から高い評価を得ました。今後
も、
新たな支援・連携事業を検討していきます。
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支部だより
関東支部
コロナ禍を一緒に乗り越えよう！
コロナ収束後、盛大にイベントを開催！
関東支部では、旧友とのご歓談や新たな出会いを通じた交流の場と
して、毎年、春のお花見や夏の懇親会など各種イベントを開催し、秋に
は年間最大のイベント「関東地区同窓会」を開催しています。
しかしながら、今年は新型コロナウイルスの感染拡大により、会員の
皆様とご家族のご健康を第一に考え、各種イベントの開催を中止し、関
東地区同窓会も開催中止を決定しました。
コロナ収束の暁には、お楽しみ盛りだくさんのイベントを盛大に開催
します。どうぞご期待ください。
それまでの間、一緒にコロナ禍を乗り越えて行きましょう！スタッフ一
同、一日も早く皆様にお会いできる日を心待ちにしています。

中部支部
今年は新型コロナウイルスの影響により、中部支部総会・懇親会、並
びに４月に予定していましたゴルフコンペを中止させていただきました。
現時点では、秋のゴルフコンペや、来年１月の「New Year Party」は開催
の予定で準備を進めております。今年１月に開催しました「 New Year
Party」は現役学生と同窓生の交流や、航空会社の協力を得て空港内の
見学を実施するなど、例年以上の成果、結果を収めました。このイベント
を終えてからは、コロナの関係で役員会も開催できず、メールでのやり取
りやZoomを利用した会議を重ねている状況です。今は一日も早く同窓
生の皆様とともに楽しいイベントが開催できることを願って、役員・ワー
キングスタッフ一同頑張っていますので、引き続きご理解、ご支援をお願
いいたします。

◆ご意見・ご要望は関東支部 eメールまで！

kanto@kansaigaidai-dousou.jp

マレーシア支部
関西支部
新型コロナウイルス禍での
現状報告と今後の予定
春からの新型コロナウィルス感染症ならびに初夏の令和2年7月豪雨
により被害を受けられた同窓生の皆さまに心からお見舞い申し上げま
す。一日も早い終息と復興を心よりお祈り申し上げます。
関西支部では毎年様々なイベントを企画して関西在住の同窓生の皆
さまを中心に同窓会の輪を広げて参りましたが、あらゆる制限がかかっ
ている現状下ではこれまでに企画しておりました各種イベントを発表・
実施するに至っておりません。
皆様がこのAlumniをご覧になられている頃には新型コロナも収束
し、再び集まることができていることを期待しております。そのような場
合は、同窓会 HPや支部 Facebookページ等でこれまで同様に支部総
会をはじめ各種イベントを告知させて頂きますので、ご確認のうえ是非
ご参加下さい。
同窓生の皆様とまた楽しく集まって懇親の輪をさらに広げていけるこ
とを心より祈念しております。
今後とも引き続きよろしくお願い致します。

マレーシア支部では、今年、2月21日に総会・懇親会を開催いたしま
したが、その後、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、3月18 日に
MCO＝Movement Control Order（活動制限令＝事実上のロックダ
ウン＝マレーシア全土都市封鎖）が発令されて以後、活動は控えている
状況です。
不要不急の外出が厳しく取り締まられた約2か月間を経て、感染者の
拡大が収まってきたことにより、5月 4 日の CMC O ＝ C o n d i ti o n a l
Movement Control Oder（条件付き活動制限令）発令で、経済活動が
や や 緩 和され 、さらに 、6 月 1 0 日からは 、R M C O ＝ R e c o v e r y
Movement Control Oder（回復のための活動制限令）と銘打って、経
済活動と国民の日常生活制限がかなり緩和されました。RMCOは、8月
31日まで継続されます。
7月27日現在、全国の累計感染者数は8897人、一日の感染者数は、10
名前後で推移しています。感染拡大防止に向けた、政府の対策が功を奏
しているものと思われます。
マレーシア支部メンバーも、皆元気で過しております。全員で集まる機
会は、まだ先になりそうですが、徐々に、少人数で安全に会う機会などが
持てればと考えております。

上海支部
上海の街は平穏を保っていますが、
「密」を避けるという観点から、今
年度は上海支部の活動をしておりません。
今年度は在上海日本人駐在員の帰国が相次いでおり、事業の縮小や
撤退なども予想されます。
状況が落ち着き次第、
上海支部の活動を再開する予定です。
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KGU TOPICS
外大祭2019 ゲストにベッキー、
模擬店は国際色豊かに

報徳幼稚園マーチングバンド

清々しい秋晴れの中、恒例の外大祭が11月2日と3日、中宮キャンパ
スで開催されました。タレントのベッキーさんのトークイベントをはじ
め、本学学生によるバンド演奏やダンスパフォーマンス、趣向を凝らし
た模擬飲食店など多彩な催しで来場者に楽しんでもらいました。
2019 年の外大祭のテーマは「 New Era, New Discovery 」です。
円形ステージでは開祭式に続き、報徳幼稚園マーチングバンドが愛ら
しい演技を披露して、外大祭がスタートしました。その後、チアリー
ダー部による演技やダンスサークルのパフォーマンス、フラダンス部の
ダンスが繰り広げられ、おおいに盛り上がりました。

日本の大学で初 米・ラスベガスの
MGMでIRを学ぶプログラムを実施
本 学は 、日本 の 大 学で
初めて米・ラスベガスにあ
るMGMリゾーツ・インター
ナショナルの統合型リゾー
ト施設（ IR ）で IR の仕事内
容を学ぶ現 地視 察プログ
ラム開始に先立ち、同社で
人材開発分野の責任者を
務めるワンダ・ジスパート
意見交換を終えたワンダ・ジスパート氏、
谷本榮子理事長、
ジョディ・コリンズ氏、
スティーブン・ザーカー教授
（右から） 氏 、ディレ クター の ジ ョ
ディ・コリンズ氏らが1月7日、本学を訪問し、谷本榮子理事長と意見
交換したあと、プログラムに参加する学生に向けてオリエンテーショ
ンを行いました。
本学学生は2月2日〜16日の期間中、同社がラスベガスで運営する
IR 施設で職業体験やIR 事業について学びます。オリエンテーションで
は、現地視察プログラムを考案したコリンズ氏が冒頭「 MGM が日本
の大学とこのようなプログラムを実施するのは、関西外大が初めてで
す。IR 事業について学べる内容を考えているので楽しみにしてくださ
い」と話し、同社の概要を説明したあと、プログラム期間中の具体的
な内容やスケジュールを話しました。プログラムに参加する学生は「現
地でIR 事業について学ぶのが楽しみ。将来に活かせるようたくさんの
経験を積みたい」と話していました。

JAL ANAとタイアップ企画
「関西外大エアラインフェア2019」
谷本ホールで行われた第１部は、谷本榮子理事長のあいさつで始まり
ました。基調講演は、日本航空株式会社の大川順子特別理事を招いて、
「輝く未来へ〜私たちの役割〜」をテーマに講演していただきました。続
いて、日本航空（JAL）、全日本空輸（ANA）グループ各社でパイロットや
貨物、グランドハンドリングなどを務める先輩社員から仕事内容が紹介
されました。第2部は、会場を教室棟に移し、先輩社員、航空業界内定者
との座談会、JALの制服着用体験が行われました。

約800人の学生らが参加した
「エアラインフェア2019」
の第1部

学生からの質問に答えるJALの
客室乗務員 高橋夏季さん

「GLOBAL COMMONS 結-YUI-」の
入居者200人でフィールドワーク

フィールドワークに参加した入居者全員で

関西外大生と留学生が衣・食・住を共にする生活空間「 GLOBAL
（ 以下「結」）の入居者を対象としたフィールド
COMMONS 結 -YUI- 」
ワークが 2月2日に行われ、参加した 200人の学生らが三重県の観光
名所を訪れました。昨年（ 2019 年）の 2月からフィールドワークがはじ
まり、今回で5回目です。
「結」に入居する留学生と関西外大生ら約 200人がフィールドワー
ク に 参 加 し 、伊 勢 神 宮 、夫 婦 岩（ 伊 勢 市 ）を 訪 れ ました 。R A
（ Resident Assistant ）が中心となり、1月から新たに入居した留学生

と関西外大生との交流を深めてもらいたいと今回のフィールドワーク
を企画。午前に「結」を出発し、三重県に向かうバスの中では、留学生
と関西外大生がグループとなり、伊勢神宮の歴史や夫婦岩の由縁な
どを紹介しあいました。現地に到着後、グループに分かれて伊勢神宮
を参拝し、その後、おかげ横丁で伊勢名物の伊勢うどんを食べたり、
散策を楽しんだりしていました。

女子駅伝部出身の竹山楓菜選手（ダイハツ）が全日本実業団ハーフマラソン優勝
女子駅伝部出身でダイハツ陸上競技部に所属する竹山楓菜選手（ 2018 年英語国際学部卒業）が 2月9日
に行われた第 48 回全日本実業団ハーフマラソン（山口維新みらいふスタジアム発着）女子の部で初優勝し
ました。タイムは自己ベストを3分以上更新する1時間 9 分12 秒。レースは終盤 3人の争いとなり、トラック勝
負となった最後の200メートルでラストスパートした竹山選手が制しました。
竹山選手は、2019 年11月に宮城県で開催された第 39 回全日本実業団対抗女子駅伝（クイーンズ駅伝）に
ダイハツの2区で出場。区間 9 位と好走し、チームの2 位入賞に貢献するなど活躍しています。
第48回全日本実業団ハーフマラソン女子でトップでゴールする竹山選手（山口維新みらいふスタジアム）
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KGU TOPICS
新型コロナウイルスの感染防止のため
卒業式及び入学式が中止に

新型コロナウイルスの感染拡大の影響のため、
「 2019 年度学位記
授与式」及び「 2020 年度入学式」が中止となりました。
「 2019 年度学位記授与式」が中止となり、卒業生に向けて門出を祝
う看板が中宮キャンパスにたてられました。
また、4月10日には大学院、英語キャリア学部、外国語学部、英語国
際学部、３年次編入学、短期大学部の入学生を代表して出席した６人
が入学誓詞を読み上げ、大庭幸男大学学長と谷本榮子短大部学長が
告辞を述べました。

「ともに乗り越えよう」
メッセージ動画を配信
新型コロナウイルスの
感 染 拡 大 。いま 、私 たち
の生きるグローバル社会
は、未曾有の試練に直面
しています。そのような状
況下でも、明るい未来に
向かって、今を乗り越えてほしい。5月11日から始めたプロジェクトに
は、本学の教職員、在学生、卒業生、海外協定校関係者47人から関西
外大生に向けて多くの力強いメッセージが届きました。

オンライン授業が本格的にスタート
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、本学では春学期の授
業が全てオンライン授業となりました。大学、短期大学部では、5月11日
から2週間、プレオンライン授業の期間が設けられ、5月25日から本格的
に授業が始まっています。
今回、はじめてオンライン授業に取り組むことになりましたが、必修科
目をコーディネートする教員を中心にチームを立ち上げ、オンラインとい
う環境で、どのようにすれば授業の質を維持し、学生の学ぶ意欲に応え
られるかなど、さまざまな課題を検討し準備を進めました。

留学について語る
オンライン交流イベントを実施

Withコロナ時代の新しい一歩を
特設サイト「Take Action!」オープン
コロナ禍において学生に新しい一歩を踏み出すきっかけ”を提供す
る特設サイト「 Take Action! 踏み出そう、未来への一歩」を8月7日に
オープンしました。Withコロナ時代を逞しく生きる在学生・卒業生の
過ごし方を毎週、配信します。在学生が社会で活躍する卒業生に「コ
ロナ禍のいま、何をしておけばいいのか」などインタビューをした記事
も掲載しています。そのほか、新たにスタートするオンラインでの国際
交流「 Global Act Initiative 」の取り組みも紹介していきます。
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ブースに分かれ交流する学生

留学について知ってもらうオンライン交流イベントが6月18日と19
日の2日間、WEB 会議システム「 Remo 」を使って行われ、英語教育プ
ログラム「関西外大＆アラバマ大学 IESプログラム」を履修する約 50
人の新入生が参加しました。
新型コロナウイルス感染症の拡大で、春学期の授業がオンラインで
スタートし、学生間の交流機会が少なく、先輩や同級生、縦と横のつ
ながりを持ってもらいたいと国際交流部の学生アシスタント生らがイ
ベントを企画しました。
交流イベントは、
「 Remo 」を使って行われ参加者はWEB上に設け
られた会場に集まったあと、少人数のブースに分かれて交流を深めま
した。ブースでは、新入生から「アメリカの大学は、ディスカッションが
中心で授業が進むと聞きましたが本当ですか。どんな準備をしておけ
ば良いですか」など留学準備に関する質問が寄せられ、ファシリテー
ターの学生は「留学先の授業は、ディスカッションが多く意見を求め
られることもありました。みなさんが受講している『 Super IESプログ
ラム』の課題にしっかり取り組めば、準備につながると思います」と話
していました。

関西外大

母 校の今
大 学 院 ／学 部 、学 科 のご紹 介
学部・学科等

入学定員

学びの特徴

大学院

入学定員
博士前期課程

外国語学研究科

英 語 学 専 攻 15人
言語文化専攻 15人

博士後期課程

英 語 学 専 攻 3人
言語文化専攻 3人

英語キャリア学部

英語キャリア学科

英語キャリア学科

小学校教員コース

英 米 語 学 科
外国語学部

国際関係コース
国際文化コース
言 語 コ ー ス

スペイン語学科
国際関係コース
国際文化コース
言 語 コ ー ス

入学定員

120

人

専攻とコースで
高度な言語運用の能力を
備えた高度専門職業人をめざす。

英語学 × 社会科学で、
国際社会で活躍する次世代の
グローバルリーダーを育成。

入学定員

30

人

関西外大独自の国際教育と
充実した教員養成体制で
英語が使える小学校教員を育成。

入学定員

1,170

人

入学定員

250

人

高度な英語力＋αの
専門知識を実践的に修得した
次世代国際人を育成。

次世代国際人に求められる、
スペイン語と英語、
世界に通用する専門知識を養成。

英語国際学部

英語と中国語に加え、

英語国 際 学 科

入学定員

700

人

3つの国際力を身に付けた
グローバル社会を支える
ビジネスパーソンを育成。

短期大学部

英 米 語 学 科

入学定員

800

人

確かな英語力と
豊かな人間力を養い、
進学も就職も多様な進路を実現。

特徴的な留学プログラム

1

専門分野を探求し、
実務実践につなげる教育課程

2

組織的な指導体制

3

キャリアパスを見据えた5つのコース

1

英語学と社会科学を融合した
先進的なカリキュラム

2

3年次に1年間の「専門留学」へ
（原則全員が対象）

3

3アドバイザーが4年間、
学生一人ひとりをしっかりサポート

1

小学校教育に必要な全教科・
領域の実践的な指導力を養成

2

語学力や国際感覚を磨ける
充実した国際教育環境

3

小学校でのボランティアなどで、
実際の教育現場を豊富に体験

1

海外協定大学と協働開発した
Super IES プログラムで語学を徹底的に鍛える

2

3つのコースで
英語＋αの専門知識や教養を学ぶ

3

4週間から最長3年間の
多彩な留学プログラム

1

充実のスペイン語教育と
英語教育で、2言語のマスターが可能

2

高度なスペイン語を修得できる
外国人教員によるCIEプログラム

3

スペイン語圏の協定大学で
1年間、現地学生とともに学ぶ

1

1学期ずつの「英語留学」
「中国語留学」
で
国際社会で通用する英語＋中国語を修得

2

グローバル社会を支えるビジネスパーソンに
必要な3つの国際力を修得

3

産学連携による課題解決型授業で
グローバル社会で即戦力となるスキルを養成

1

確かな語学力の養成と、
キャリアにつながる幅広い知識の修得

2

短期大学部に特化した
独自の留学プログラム

3

4年制大学への編入学希望者のための
特別講義や特別演習が充実
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関西外大

母 校の今
留 学 先 の 国・地 域 のご案 内

［ 圧 倒 的 な 海 外 ネットワー ク ］

55

カ国・地域

393

大学

関西外大は、圧倒的な海外ネットワークを生かし、

毎年数多くの学生を海外へ送り出し、多数の留学生や教員も受け入れています。

Europe
オーストリア（4）
ベルギー（2）
ブルガリア（1）
チェコ（1）
デンマーク（1）
エストニア（1）
フィンランド（5）
フランス（8）
ドイツ（8）
ハンガリー（1）
アイスランド（1）
イタリア（5）
ラトビア（1）

North America
リトアニア（1）
マルタ（1）
オランダ（6）
ノルウェー（3）
ポーランド（2）
ポルトガル（1）
ルーマニア（1）
ロシア（1）
スペイン（11）
スウェーデン（5）
スイス（1）
イギリス（7）

Asia
バングラデシュ（1）
カンボジア（1）
中国＜香港含む＞（18）
インド（3）
インドネシア（1）
イスラエル（1）
マレーシア（2）
11

カナダ（38）
ドミニカ共和国（1）

South America
アルゼンチン（3）
ブラジル（1）
チリ（1）

コロンビア（1）
エクアドル（3）
ペルー（1）

Africa
エジプト（1）
ケニア（1）

フィリピン（1）
シンガポール（2）
韓国（11）
台湾（2）
タイ（2）
トルコ（2）
ベトナム（1）

メキシコ（5）
アメリカ（182）

モロッコ（1）
南アフリカ（1）

Oceania
オーストラリア（21）
（

ニュージーランド（5）

）内は協定大学数

2020年8月現在

クラブのご紹 介

YouTubeで各クラブの活動の様子をご覧いただけます。

関西外大公認クラブ・サークル

https://www.youtube.com/channel/UCLlwg̲guOi9ig2T7Ru98lBQ/

体育会
クラブ
女子ラクロス部

チアリーダー部

男子硬式庭球部

女子硬式庭球部

男子バスケットボール部

女子バスケットボール部

日本拳法部

少林寺拳法部

アメリカンフットボール部
LYNX

ラグビー部

女子駅伝部

陸上競技部

剣道部

ワンダーフォーゲル部

サッカー部

セパタクロー部

軟式野球部

男女ハンドボール部

水上競技部

心身統一合氣道部

ボランティア団体
ひまわり

混声合唱団 ラベリテ

フラダンス部 Puamelia

フラメンコ部
Anda Jaleo

JAZZ研究会BEATs

英語研究会E. S. S.

MJA部

マンドリン部

ダンス部 NODcrew

アウトドア部

I. F. C. 国際親善部

箏曲部

ギター部

通訳ガイドクラブ
I. G. C.

国際事情研究部

スペイン語会話部

ボランティア団体
枚方レオクラブ

写真部

茶道部「ぜんしん会」

出版文芸部

書道部「墨友會」

映画研究部

華道部

演劇部「劇団しん」

旅研究部

美術部

軽音楽部

文化会
クラブ

独 立
二団体

吹奏楽部

クラブ数は体育系29、
文化系32、
独立団体2の計63グループ
体育会

●アーチェリー部 ●アメリカンフットボール部 LYNX ●空手道部 ●関西外大心身統一合氣道部 ●剣道部 ●航空部 ●硬式庭球部
●硬式野球部 ●ゴルフ部 ●サッカー部 ●柔道部 ●少林寺拳法部 ●女子駅伝部 ●水上競技部 ●セパタクロー部 ●ソフトテニス部
●卓球部 ●チアリーダー部 PYRATES ●軟式野球部 ●日本拳法部 ●バスケットボール部 ●バドミントン部 ●バレーボール部
●ハンドボール部 ●ボクシング部 ●女子ラクロス部 ●ラグビー部 ●陸上競技部 ●ワンダーフォーゲル部

文化会

●アウトドア部 ●イベント企画部 ●映画研究部 ●英語研究会
（E.S.S.）●MJA部
（Music Joyful Association） ●演劇部 ｢劇団しん｣
●華道部 ●ギター部 ●競技ダンス部 ●軽音楽部 ●国際事情研究部 ●I.F.C. 国際親善部 ●混声合唱団 ラベリテ ●茶道部 ｢ぜんしん会｣
●写真部 ●JAZZ研究会BEATs ●出版文芸部
（C.P.C.）●書道部 ｢墨友會｣ ●新聞部 ●スペイン語会話部 ●箏曲部 ●旅研究部
●ダンス部 NODcrew ●通訳ガイドクラブ（I.G.C.）●ドイツ語研究部 ●美術部 FAC ●ボランティア団体ひまわり
●ボランティア団体 枚方レオクラブ ●フォークソング部 ●フラダンス部 Puamelia ●フラメンコ部 Anda Jaleo●マンドリン部

独立団体
FBS放送局

●FBS放送局 ●関西外国語大学吹奏楽部
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母 校の今

関西外大

キャンパスのご紹介

Nakamiya Campus

中宮キャンパス

図書館学術情報センター

谷本記念講堂

国際交流センター

ICC（インターナショナル・コミュニケーション・センター）

Gotenyama Campus Global Town
御殿山キャンパス・グローバルタウン

13

ENTRANCE GATE

ACADEMIC COMMONS（教室棟）

LEARNING COMMONS

CAFÉ COMMONS（カフェコモンズ）

数 字 で見る関 西 外大
受験生からの評価ランキング
（ブランド力）
国際的なセンスが身に付く

海外留学制度ランキング
留学生派遣

編入学ランキング
（2・3年次）

リクルート
「進学ブランド力調査2019」

総数（16単位以上取得）
朝日新聞出版『大学ランキング2021年版』

朝日新聞出版『大学ランキング2021年版』

キャビンアテンダント
採用ランキング

国際ボランティア
参加学生ランキング

1位

1位

関西エリア

1

1位

企業の人事担当者から見た
大学のイメージ調査
総合ランキング

2

位

1位

位

朝日新聞出版『大学ランキング2021年版』

西日本エリア
私立大学

朝日新聞出版『大学ランキング2021年版』

1,290人

750人

留学生派遣人数
（2019年度に海外留学を実現した学生の総数）

約

外国人留学生
（2019年度年間受入数）

約

※

※ただし、新型コロナウイルス関連で派遣中止の742人は除く。

180人
外国人教員
（2020年5月現在）

日経キャリアマガジン 特別編集
「価値のある大学2020年版」

55 393
圧倒的な海外ネットワーク
（2020年4月現在）

カ国・
地域

大学

卒業生の就職実績 分野別（2017年度〜2019年度）
教育

商社関連

航空関連業界

ホテル業界

旅行業界

各都道府県の
小・中・高校教員。

商社など、海外との
取引が多い企業。

国内外の航空会社。
客室乗務員の輩出人数は
全国1位。

世界的にも有名な
一流ホテルを中心に
多数輩出。

海外拠点を持つ
旅行会社も多数。

251人 701人 806人 589人 185人
全国トップクラス！

※うち168人が英語教員

※うち305人が客室乗務員
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ホームカミングデー・同窓会総会開催中止のお知らせ
来る2020年10月31日に予定の本年度ホームカミングデー・同窓会総会につき、新型コロナウイルス感染拡大防止と、
ご来場のご同窓の皆様の健康を第一に考え、開催の中止が決定されましたのでお知らせいたします。
ご承知のとおり、
ホームカミングデー・同窓会総会は、現役生との交流を兼ね、例年外大祭と同日開催で企画して参りまし
た。
しかしながら、本年度の外大祭は、新型コロナウイルス感染状況に鑑みて、キャンパス内ではなくオンライン形式（詳細
後日決定）
にて開催されることとなり、かかる大学のご判断につき、同窓会としても中止やむなしとの決定に至った次第でご
ざいます。
ご同窓の皆様、
とりわけ出席をご予定いただいておりました皆様には、諸般の事情をご賢察のうえ、何卒ご理解を賜ります
ようお願い申し上げます。
なお、本年度同窓会総会開催中止に伴い、審議事項である
「2020年度決算」並びに
「2021年度予算」
につきましては、
後日ホームページ上にて、
また、
「2020年度事業報告」
につきましては、本会報誌10号（p.2-7）
に掲載しておりますので、
誠にお手数ながらご確認のほどお願い申し上げます。
来年度には、事態が収束し、
またご同窓の皆様とお目にかかれますことを祈念いたします。

関西外大フォトギャラリー

Kansai Gaidai Photo Gallery

片鉾キャンパス
現在の中宮キャンパスから南東に約1.5km京
阪枚方市駅寄りに位置していた旧キャンパス
です。スポーツ施設が充実しており、国際交流
の場として多くの学生を贈り出しました。

万代キャンパス

ハワイキャンパス

1953年、大阪市住吉区万代に開設された穂谷
キャンパスへのバトンタッチになるまで31年
の歴史を誇るキャンパス。現在の関西外大のま
さに原点です。

1980年、鮮やかな植物や美しい海に囲まれた
オアフ島ホノルルに開校されたキャンパスで
す。国際交流の一環として、多くの学生の留学
の場として活用されました。

穂谷（学研都市）キャンパス

御殿山キャンパス・グローバルタウン

豊かな自然に囲まれた快適な環境と機能的な
施設・設備が充実した標高200〜300mの
丘陵地に位置するキャンパスです。高さ25m
の時計塔がキャンパスのシンボルとなってい
ます。

2018年4月に開学した新しいキャンパスで
す。創立70周年記念事業の一環として建設さ
れたもので、中宮キャンパスから西400ｍの近
隣地に位置しています。

中宮キャンパス
2002年4月に開学したキャンパスです。建学
の理念とする「国際社会に貢献する人材の育
成」の場にふさわしい、格調高い個性的なキャ
ンパスとして設計されました。

メールアドレス登録・変更登録のお願い

Alumni
関西外国語大学同窓会誌

登録されたメールアドレス宛てに同窓会などの最新情報を配信しています。
会員登録済みでメールアドレスが未登録またはアドレスを変更された方は登録内容変更フォーム
よりメールアドレスの登録、変更登録をお願いします。
また住所、氏名などの変更も同窓会のホームページから変更登録をお願いします。

関西外 国語大学同窓会 誌
関西外国語大学同窓会
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